
出羽地区センターだより【ＰＣネット越谷 http://pcnet-koshigaya.net・越谷市ＨＰにも掲載中】

令和３年 

月
No.４９８

開催を予定しておりました下記の事業は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の観点から中止とさせていただきます。

参加を楽しみにされていた方には、お詫び申し上げます。 

〇館外学習会 〇出羽地区敬老会 

 〇出羽ふれあいフレンドパーク 

【日 時】１０月２３日（土）午前１０時～ 
 予備日：１０月３０日（土） 

【会 場】出羽公園内「ふれあい花壇」 
（武蔵野線側花壇） 

【問合せ】出羽地区コミュニティ推進協議会 
☎９４０－７５２１（出羽地区センター内）

※チューリップフェスタに向けた、作業ボラ
ンティアも随時募集しています。ぜひご参
加ください。 

TEL : ０４８－９４０－７５２１ ／ FAX : ０４８－９８５－６６２６

出羽公園内の花壇にパンジーを植える花植
えボランティアを募集します。 
事前の申し込みは必要ありませんので、当

日直接お越しください。当日は、作業後にお
いしいカレーライスをお持ち帰りいただけま
す。多くの皆様のご参加をお待ちしていま
す!! 
※マスクの着用をお願いします。体調の悪い場合は参加をご遠慮ください

【編集・発行】 出羽地区センター・公民館 〒343-0851 越谷市七左町４－２４８－１

【持ち物】工作セット（クレヨン、のり、セロテープ、はさみ、 
レジャーシート）、上履き（かかとのあるもの） 

【参加費】無料 
【講  師】子育てサポーター“チャオ” 
【問合せ】出羽地区センター☎９４０-７５２１ 
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投票時間は午前７時～午後８時です。棄権することなく投票しましょう！ 

投票日当日の投票所については各世帯ごとにお送りする入場整理券でご確認ください。 
投票日当日に投票に行けない方は期日前投票をご利用ください。 

【問合せ】選挙管理委員会 ☎９６３－９２７６ 

場 所 期 間 時 間

市役所第三庁舎 １階会議室 １０/２５（月）～１０/３０（土） 午前8時30分～午後8時

東武新越谷駅１階 自由通路内 

北部市民会館１階 ロビー 

イオンレイクタウン kaze3 階 イオンホール

越谷サンシティ２階（南部出張所付近） 

１０/２5（月）・2６（火） 午前 9 時～午後 7 時 

１０/2７（水）・２８（木）・ 

２９（金） 
午前 9 時～午後 8時 

１０/３０（土） 午前 9 時～午後 5 時 

【内 容】 

11 月１７日(水) 忍者になろう！ 

11 月２４日(水) みんなでお芋ほり 

1２月 1 日(水) 親子でダンス♪ 

期日前（不在者）投票所の投票場所・期間・時間 

【日 程】令和３年１１月１７日、24 日、12 月 1日

     毎週水曜日 全３回

【時 間】午前１０時～１１時３０分 
【会  場】出羽地区センター 多目的ホール他 
【対象者】１歳半から３歳児までとその保護者１０組 
【申込み】１０月２０日（水）午前９時～１０月２６日

（水）までに直接出羽地区センターへお申し
込みください。なお、定員になり次第申し込
みを終了とします。 

※マスクの着用をお願いします。体調の悪い場合は参
加をご遠慮ください。 

出羽地区センターは、選挙の投票所となるため、
１０/３０(土)正午から３１日(日)終日は臨時休館と
なります。地区センターの利用受付、図書貸出し・
返却、学校体育施設の鍵の貸出し・返却、印刷機使
用等はできませんので、ご了承ください。 



【日 時】１１月６日（土） 午前 10 時～１１時３０分 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【内 容】「ガンバレ！源じいちゃん（２５分）」、 

「年神様とお正月（１０分）」、 

「ふしぎな錦（２２分）」 

【対象者】市内在住の方 ５０人【参加費】無料 

【申込み】１０月２日（土）午前９時から直接下記までお申し込みください 

（電話可）。整理券を発行します。定員になり次第終了となります。 

【問合せ】出羽地区センター  ☎９４０－７５２１ 

※マスクの着用をお願いします。体調の悪い場合は参加をご遠慮ください。 
出羽地区センターでは、月～金曜日（祝日は

除く）の8:30～17:15及び第１日曜日の9:00

～16:00 に証明書発行業務（住民票の写し、印

鑑登録証明書、戸籍謄本/抄本）を行っています。

どうぞご利用下さい。 

なお、請求の際には、本人確認が必要になり

ますので、運転免許証等の書類をお持ち下さい。

※ 本人確認に必要なもの 

① 運転免許証、マイナンバーカード、住民基

本台帳カード、旅券等、官公署が発行した写

真つきの証明書は、１点 

② 健康保険証や年金手帳、法人の身分証明書

等は、２点以上

出羽地区カレンダー １０月
1 (金)

2 (土)

3 (日)  【市民課開庁日】9：00～16：00

4 (月)

5 (火)

6 (水)

7 (木)

8 (金)

9 (土) 市民体育祭グラウンド・ゴルフ大会

10 (日)

11 (月)

12 (火)

13 (水)

14 (木)

15 (金)

16 (土)
市民体育祭グラウンド・ゴルフ大会

（予備日） 

17 (日)

18 (月)

19 (火)

20 (水)

21 (木)

22 (金)

23 (土) 出羽公園パンジー植え 

24 (日)

25 (月)

26 (火)

27 (水)

28 (木)

29 (金)

30 (土)  出羽公園パンジー植え（予備日） 

31 (日) 越谷市長選挙・越谷市議会議員補欠選挙

※【休業日】は職員が不在となり、施設

管理人が待機します。施設の貸出しは

通常どおり行います。 

※地区センターでは、自治会の運営や 

近隣関係等コミュニティに関する相 

談等をお受けします。 

詳しくは出羽地区センターまで。 

☎９４０-７５２１ 

懐かしい、１６ミリフィルムの映画会。幅広い年齢層の方に楽しんでいただける
映画をご用意しています。お子さんやお孫さんと一緒にぜひお越しください！ 

【実施期間】令和 3 年 10月 1日（金）～令和 4年 1 月 31 日（月） 
【対  象】越谷市に住所を有し、①②に該当する接種を希望する方 

① 接種日において 65 歳以上の方（65 歳の誕生日の前日から接種すること
ができます） 

  ② 接種日において 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸
の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいがあり身体障
害者手帳１級をお持ちの方、またはそれと同等の障がいをお持ちの方で医
師の診断書がある方 

※市が実施するインフルエンザ予防接種は予防接種法に基づき実施しており、
「対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思
の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確
認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種
してはならない。」と定められています。 

【実施場所】市内実施医療機関 
※市外での接種をご希望の方は事前手続きが必要ですので、健康づくり推進課ま
でご相談ください。 

【費  用】1,500 円
※無料になる方がいます。詳しくは健康づくり推進課へお問い合わせください。
公費で受けられるのは年度１回のみです。   
※令和 2 年度は新型コロナウイルス対策として埼玉県からの高齢者インフルエ
ンザ予防接種における補助があり無料でしたが、令和 3 年度は県からの補助の
予定はありませんのでご注意ください。 

【そ の 他】 
新型コロナウイルスワクチン接種との接種間隔は 2週間空けてください 

【問 合 せ】健康づくり推進課（越谷市保健センター） ☎９６０－１１００ 

【日 時】令和３年１１月７日（日） 午前８時～（小雨決行） 
【会 場】しらこばと運動公園競技場（越谷市小曽川７２９－１） 
【申込み】電子申請からお申し込みください。定員に達した場合抽選となり、定員

に空きがある場合のみ電話受付をします。 
●夢を叶えるサッカー教室 
【対象者】 市内在住の小学４年生から６年生 ５０名 
【指導者】 サッカー解説者、元日本代表 福田正博氏 
●大人の新体力テスト越谷 NO.1 アスリート決定戦 
【対象者】 市内在住の１８歳以上の方 
【種 目】①ハンドボール投げ ②握力 ③５０m走 ④１００m走 ⑤１５００m走
各種目１位の方には賞品を贈呈します。また上位３位までは後日ホームページに
て発表します。 
詳細は上記二次元コードからホームページをご覧ください。 

【問合せ】スポーツ振興課 ☎963-9284 

インフルエンザの予防接種は、インフルエンザにかかりにくくしたり、また、かか
っても重症になる事を防ぐ効果があります。 

出羽地区センターご利用の際には、①マ
スクの着用、②来館前の検温、③入館前

の手指の消毒にご協力ください。 
また、各団体でマスクや消毒液をご用意
いただき、新型コロナウイルスの感染拡

大防止にご協力くださいますようお願
いいたします。 

【問合せ】出羽地区センター 
     ☎９４０－７５２１ 


